
 

 

 

 

 
〜チェーンとは〜 
このゲームでプレイヤーに推理を要求される個所、それが
チェーンだ。これは正しい〔手がかり〕同⼠が、どの程度離
れているかを表す数字だ。全ての〔手がかり〕を手がかり判
別しようとしたら〔活⼒〕を消耗しすぎて時間切れになって
しまう。しかし、チェーンを活用すれば、1つの〔確証〕から、
次々に正解を導く事ができるぞ。 
 
GM：次に「フラグ」です。「5：動機／衝動的⾏動」が
手がかりに追加。 
GM：ナルト刑事「ふ〜む、状況から⾒て衝動的な犯⾏
っぽいですよねぇ」 
マコト：衝動的な犯⾏で斬⾸って、戦国武将じゃないん
だから（笑） 
城鐘：「（ナルト刑事の推測は、いつも適当ですぅ）」 
ダイス 3 つ使ったので、3 点疲労しますよぉ。 
まちょ：ちょっと待った。ここで俺の特技〔★頼れる相棒〕
を使うぜ。 
GM：判定の疲労を 1 点減らす特技ですね。使用タイミ
ングは「判定中」なので、疲労の処理が終わっていない今
なら使用 OK です。 
まちょ：「城鐘くん！ ちょっとお疲れのようだな。この特性
プロテイン卵カフェインミックスを分けてあげよう！」 
城鐘：「逆に胃もたれしそうですぅ」 
マコト：「やめてください、あたらしい、さつじんじけんにな
る」 
 
マコト：次はボクが⾏動しまーす。いま⾒えてる〔手がか
り〕の「手がかり判別」をするよ。 
GM：〔手がかり〕が本当に事件と関係あるのか、関係な
いはずれなのかを調べるのですね。 
マコト：「4：動機／衝動的⾏動」を「手がかり判別」し
ます。 
GM：【注意】で判定。基本目標値は 10 だよ。 
マコト：はんてーい…（ころころ）出目は(6D6 = 
[6,2,4,1,1,2])かぁ。 
城崎：これも偏ってますぅ。 
まちょ：さっきからゾロ目が出まくってるな。 
マコト：6 が出たのは嬉しいかな。[4][6]で達成値 10、
[2]でフラグを⽴てるよ。 
GM：了解です。まず〔手がかり〕ですが… これは〔ハズ
レ〕です（事件表の□に×をつける）。 
マコト：まぁ衝動で斬⾸は無いよね（笑） 
城鐘：ふむ…そうなると、残った「4：動機／感情蓄積」
が「3：証拠品／脅迫状」とチェーンが繋がりません…こ
れは、どちらかが〔ハズレ〕という事ですね。 
GM：フラグは「2：痕跡／におい（香水のような甘い匂
い）」が追加されます。 
マコト：「（ぺろっ）…これは、香水？」 
城鐘：なにを舐めたのですかねぇ。 
まちょ：毒だったりしたらお笑いだよ。 
マコト：「毒なんかが、こぼれてるはず無いじゃないか」 

疲労 3 点、活⼒残り 3。 
 
マコト：さて、全員 1 回ずつ判定したけど… 
城鐘：〔ハズレ〕っぽい〔手がかり〕ばかりです。フラグが不
足していますねぇ。 
GM：では【煩悩】判定をしてみてはどうです？ 
まちょ：【煩悩】？ おお、この何に使うのか不明だった能
⼒値か。 
GM：【煩悩】は「なんでもない」事をする判定です。タバ
コを吸ったり、散歩したり…。 
マコト：それ何の意味があるの？ 
GM：判定に成功すればフラグを 2 つ得られるのです。通
常は 1 つまでですから一気に手がかりが増えます。 
城鐘：それに目標値も低いので（現在の〔活⼒〕が目
標値）、ダイス 1 つで成功しやすい… つまり〔疲労〕が少
なく済みます。 
まちょ：なるほど！ それじゃペットの豚君の料理⽅法を
妄想しよう…（ころころ）出目は(5D6 = [6 5 5 3 4]) 
GM：斬⾸死体がある事件現場で、何を妄想している
んですかねぇ。 
マコト：保育園で「今日のごはんは皆で育てた豚だよ！」
とかやるのかな… 
まちょ：今の残り〔活⼒〕は 3 だから、判定に[4]を選んで
成功。フラグに[3][5]を選ぶ。 
GM：では〔手がかり〕を 2 つ出しますね。まず「5：動機
／自己防衛」。 
城鐘：…？ これでは「5：動機」と「6：人物」に繋がる
チェーンがないですね。 
GM：次に「3：トリック」ですが… まちょさんは、止めら
れたバイクを⾒て、ふと気づきます。 
まちょ：ふむ、バイクか？ 
GM：バイクのエンジンを利用してワイヤー状の物を引っ
張ったような跡があります。「3：トリック／機械的仕掛け
（ワイヤー絞り機）」が出現します。 
まちょ：「こ、これはワイヤーを利用した切断トリック？ 軟
弱だな、筋肉の足りない発想だ」 
マコト：「うわぁ、どこかの吸⾎⻤退治グロ映画で⾒たこと
があるぞ、これ」 
城鐘：まだ確定ではありませんけどね。「3：トリック」には
フラグ数がまだ残っていますし。 
まちょ：これで〔疲労〕3 点するから〔活⼒〕がゼロだ。 
 
マコト：次はボクだ。そういえば、まだ容疑者に会ってなか
ったな。 
GM：ずっと放置されてますよ（笑） 
マコト：（人物カードを指さす）この「堂々とした人（ア
ニヤ）」に会うよ。 
城鐘：そもそもなぜ容疑者なんでしたっけ。 
GM：聞かれてなかったので、まだ説明してません（笑）。
職場の同僚なのですが、なぜか現場付近にいたからで
す。 
まちょ：容疑といっても、そこまでハッキリ証拠があるワケじ



 

 

 

 

 

 

ゃないな。 
マコト：じゃあ会って話を聞こう。「こんにちは、おじさん」 
GM：アニヤ「…話には聞いていたが、最近じゃこんなガ
キまで探偵なのか」 
マコト：「小学生のなりたい職業 No1 ですよ？」 
GM：アニヤ「そりゃ将来の話だろーが！」 
マコト：「それでおじさん、なんで公⺠館にいたの？」 
GM：アニヤ「休みの日に、どこにいたって勝手だろ。⾦が
ねーから、クーラーのある公⺠館で涼んでたんだよ」 
まちょ：うーん、まぁ筋は通ってるな。 
マコト：えーと（アニヤの人物カードを⾒て）【⾏動】で
目標値 12 の秘密を持っているんだね、では判定（ころこ
ろ）…うっ。 
 
城鐘：(4D6 = [3,5,2,3]) ですか、これはひどい。特
技〔★逆転の思考〕を使いましょう。ふりなおして下さい。 
マコト：ありがとー城鐘さん。てい（ころころ）…(4D6 = 
[1,2,3,3]) うはっ？！ 
まちょ：おぃぃぃい！？ 
GM：ぶはははは（笑） 
城鐘：も、もう 1 度〔★逆転の思考〕です。 
マコト：くすん、もう 1 回（ころころ）…(4D6 = 
[6,2,6,3]) よっし。[6][6]で判定成功、[3]をフラグ
に。 
GM：アニヤ「そういえば、ニシガミ（被害者）の元カノも
ウロウロしてたけどよ。俺よりそっちの⽅が怪しいんじゃねー
のか」 
マコト：「えっ？ そうなの、ナルト刑事」 
GM：ナルト刑事「ええっ、なぜそんな事を黙っていたので
すか！」 
GM：アニヤ「聞かなかったじゃねーか！ 俺は、ずっと休
憩室で茶を飲んでスマホいじってたって⾔ってるだろ！」 
城鐘：この刑事さんダメだ… 
マコト：警察が有能だったら探偵の仕事は無いからね
（笑） ともかく、その人も連れてきてもらおうよ。 
GM：では次のチャプター2 から「6：人物／陽気な人
（ナモリ）」が登場します。 
 
城鐘：ふむ、では次のチャプターまでに、今の〔手がかり〕
を再検証しておきましょうか。 
マコト：その前に、ボクの⽴てたフラグはどうなったの。 
GM：おっとそうでした。「3：トリック」に新しい〔手がかり〕
が追加されますよ。 
城鐘：「3：トリック／超アクション（超手刀）」…？ 
GM：ナルト刑事「この斬⾸は、カラテの達人なら手刀で
スパッとイケるかも知れないという鑑識の妄⾔が…」 
城鐘：「まさか、ニンジャじゃないんですから」 
マコト：「アイェエエエ、ニンジャ、ニンジャナンデ！？」 
まちょ：「ニンジャってすげー」 
GM：ニンジャなんて一⾔も⾔っていませんよ！（笑） 
城鐘：似たようなものでしょう、手刀って（笑） 検証し

ますか。「2：痕跡」周辺のチェーンを「チェーン予測」しま
す。【推理】判定…（ころころ）…成功！ 
GM：「2：痕跡」前後のチェーン、AとBが判明しますね
（イラスト参照）。そして〔手がかり〕は「2：痕跡／傷跡
（切断面の火傷）」が判明します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マコト：手刀による摩擦熱…？ 
城鐘：手刀から離れて下さいいいかげん（笑） いや嘘
と決まったワケでもありませんか。ならば〔活⼒〕が残ってい
るので「手がかり判別」しましょう。（ころころ）…成功で
す。 
GM：ハイ〔ハズレ〕デス。 
城鐘：「……うん,無いですね！」 晴れ晴れとした顔。 
マコト：「ですよねー（笑）」 
まちょ：「ふん、筋肉の足りない話だ」 
GM：これで〔活⼒〕の残っている人はいませんね？ では
チャプター1 を終了します。 
 
〜チャプターの区切り〜 
チャプターの区切られるタイミングは厳密には設定されてい
ない。基本的には、PC 全員の〔活⼒〕がゼロ近くなるか、
やる事を⾒失った時で良いだろう。 
 
〜幕間：推理の披露〜 
GM は幕間になったら 1 度休憩をはさむと良いだろう。そし
て、次のチャプターを開始する前に、現在の〔手がかり〕か
ら事件の全体像をそれぞれに推理してもらおう。 
 
GM：では事件の推理をどうぞ。 
マコト：ではボクから！ これはですねぇ…恐るべきニンジ
ャによる殺人ですよ 
城鐘：ふんふん… うん？ 
GM：まだニンジャ説を出すのか（笑） 
マコト：「公⺠館」が舞台です。「甘い臭いのする香水」
のような薬物で身体を強化した犯人は「超手刀」で被害
者の⾸を一刀切断。 
マコト：その時、上腕二頭筋が膨張した事によって「服の
ボタン」が弾け飛び、現場に残りました。 

注１ 
ここで〔★逆転の
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GM：おお、なるほど。つながる！ 
城鐘：つながってるだけじゃないですか！（笑） しかも
「超手刀」はハズレ確定してますよ。 
まちょ：だが面⽩かったから良し！ 
GM：他に推理する人はいますか？ 
城鐘：では私が。「ここではないどこかで、研いだワイヤー
をバイクで巻き取り殺害…」 
城鐘：「…その後,公⺠館に運び込みバイクを置き、被
害者が自分で来たかのように⾒せかける…」 
まちょ：「つまり、容疑者は⾸狩り族だった…？」 
城鐘：違います！（笑） なんでですか！ 
マコト：ま、たぶん城鐘さんの推理が正解に近いんだろう
なぁ。 
 
〜チャプター2〜 
 
GM：さて、次のチャプターをはじめます。警察に連れられ
てニシガミ（被害者）の元恋人である「名執 景子（ナ
モリ）」が登場します。 
城鐘：どのような人です？ 
GM：ゴスロリファッションに身を包み、手にはデカイ「テディ
ベア」を持っています。 
GM：ナモリ「普段は同人誌即売会で本を自費出版し
て生計を⽴てています」 
GM：ナモリ「自分で⾔うのもアレですが壁サークルってや
つです」 
GM：ハキハキとしゃべる人ですね。同人漫画家と呼ぶの
が正しいのかな。 
マコト：ぶっちゃけ、この人が犯人説が一番濃厚だよねぇ。
事件表的には。 
城鐘：「5：動機」も「感情蓄積」が怪しいですし、元恋
人という設定ともピッタリですねぇ。 
まちょ：ま、話を聞いていけばわかるだろ。 
 
GM：おっと、⾏動を始める前に。このチャプターから〔伏
線〕が登場しますよ。 
まちょ：〔伏線〕？ 
城鐘：「敵対者（犯人）」と対決する場面…クライマッ
クスで、敵対者が PC の追究を逃れる手段です。 
マコト：逃⾛用の⾞だったり、アリバイ作りの共犯者だった
り。 
GM：単純に PC を殺そうとする凶器の事もありますが
（笑） 
城鐘：そうした敵対者による、犯罪逃れの準備全般を
〔伏線〕と呼ぶのです。推理小説でも中盤に出てきたもの
が、終盤の法廷やアクションシーンに使われたりするでしょ
う？ 
まちょ：なるほどな、つまりファンタジーRPG とかで⾔う、ボ
ス用の武器か。 
GM：〔伏線〕は【伏線開示】する事で効果を調べる事が
できます。 
GM：また「フラグ」を⽴てる事で効果を無効にする事もで

きます。必要なフラグはカードに書かれています（イラスト
参照）。 
城鐘：「テディベア」と「ゴスロリの服」が〔伏線〕ですか… 
これもう誰が犯人か宣⾔してるようなものじゃないですか。 
GM：まぁ事実はそうですが（笑） ゲーム的には〔確
証〕のある〔手がかり〕を 6 個集めないと「証拠不⼗分」で
事件が解決しませんよ？ 
城鐘：犯人は特定できても、動機や凶器を⽴証できな
ければ「おもしろい作り話ですね（笑）」で終わってしまい
ますから。 
マコト：でも正解を推測できるなら、無駄な⾏動を減ら
せて良いね。 
まちょ：よし、なら〔確証〕を集めてまわるか！ 君たち、ま
かせたぞ（「手がかり判別」が苦手）！ 
城鐘：決まらない人ですねぇ… 
 
それから PC 達は、調査をしたり特技を使用して〔手がか
り〕を集めて回った。 
しかし… 
 
城鐘：…うーん、「1：場所」の〔手がかり〕が足りません
ねぇ。 
マコト：これだけ振ってるのに、全然 1 が出ないんですよ
ね。 
まちょ：仕⽅ないから〔伏線〕を調べるぞ。あれ、これは何
の能⼒値で判定するんだ？ 
GM：それはですね「敵対者（犯人）」の『⼼理状態』
によって変化します。 
まちょ：また専門用語が出てきたな、覚えられんぞ。 
GM：⼤丈夫、⾒ればわかります。このシート（イラスト
参照）にコマが乗っている場所があるでしょう？ これが
犯人が今警戒しているジャンルです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マコト：えーと今、犯人は【注意】される事を警戒してい
る事？ 
GM：そうです。この状態で【注意】判定を⾏うとペナルテ
ィがかかります。犯人に妨害されるわけですね。 
城鐘：ただし、シートの⽮印が向かっている【推理】判定
には警戒が薄い状態です。〔伏線〕を調べるには、その能
⼒を使います。 
まちょ：なるほどな！ じゃあ〔伏線〕のテディベアを調べる。
【推理】を逝くぜ〜 (4D6 = [2 2 2 5]) これはヒドイ。 

注２ 
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城鐘：特技〔★逆転の思考〕です。ふりなおして下さい。 
まちょ：助かるぜ！ （ころころ）…(4D6 = [5 1 5 
2]) さっきよりマシだな！〈直感 2〉スキルを使って 1 点だ
け〔疲労〕するぜ。 
城鐘：[5][5]を選んで成功ですね？ フラグは[1]を埋
めると（〔伏線〕のフラグ[1]を消す）。 
GM：まず〔伏線：テディベア〕の内容を公開します（ぺ
らり…カードをめくる）。 
マコト：なになに… 実は生きている？ 本物のクマって
事？（笑） 
まちょ：「ほう、俺の直感筋にびんびん来てるぞ。そいつは
生きている！」 
GM：クマ「（ごぞり）」 
城鐘：「ひっ」 
GM：ナモリ「あら、この子はかわいいヌイグルミですよ？」 
にっこり 
まちょ：「ヌイグルミねぇ。裂いたら綿が出るといいな」 
GM：光るクマの目。目が物語っている。「お前殺すぞ」 
城鐘：「（今のうちに保健所を手配しておこう……）」 
 
GM：では「敵対者（犯人）」の⼼理状態が【⾏動】に
変化します。 
マコト：今なら【注意】判定にペナルティは無いね？ じゃ
あ「1：場所／路上（小さな路地）」の〔手がかり判別〕
をするよ。 
GM：クレバーですねぇ。判定は成功？ これは犯⾏に
関連する物ですね。〔確証〕を得ますよ。 
マコト：やったね、これで 6 個目の〔確証〕だ！ 
まちょ：これで事件表は確定だな。真実はいつも 1 つ！ 
城鐘：後は〔伏線〕を調査したり潰したりして、クライマック
スに備えましょう。 
マコト：そうだね。っと、フラグは[3]を〔伏線：流れるクラ
シック音楽〕に入れておくよ。 
GM：む、それで〔伏線：流れるクラシック音楽〕はフラグ
を全て埋められましたか。音が弱くなります。 
マコト：スピーカーを偶然発⾒して、止めておいたとか、か
な？ どんな効果か調べて無いけど（笑） 
 
マコトの発⾔通り、これで事件の真実は暴き出された事
になる。しかし、このゲームの犯人はおとなしく捕まる事は
無い。⾔い逃れや逃⾛に全⼒を尽くす。そこで PC 達は
残った〔活⼒〕を消費し、犯人の抵抗手段である〔伏線〕
を、次々に無⼒化していく。 
 
城鐘：…（ころころ）…これで〔伏線：ゴスロリの服〕の
調査成功＆フラグで無⼒化です。 
GM：くっ、出目が良いですね（ぺらり…カードをめくる） 
マコト：なになに… ひらひらスカートの内側に銃を仕込
んである？（笑） 
まちょ：うおっ、これはまともに喰らうとメチャ痛いな。という
か、フラグを破壊しても、使ってはくるのか。 

GM：回避の難易度が下がりますけどね。予測された攻
撃には対策が⽴てられる、という事で。 
マコト：んじゃ、次はこの〔伏線：銭湯〕を調査して…
（ころころ）うん成功。 
GM：それは「敵対者は使わない伏線」ですね。PC の
〔活⼒〕を回復します。 
マコト：へぇ、PC に有利になる〔伏線〕もあるんだ。 
城鐘：良く⾒て下さい。これフラグを全部埋めた時だけで
す。しかも回復 1 点ですから、割に合いませんよ。 
まちょ：おうホントだな。フラグ入れるために判定する〔疲
労〕の⽅が多いんじゃね？ 
マコト：なるほど、ちゃんと調査せずにフラグだけ入れてる
と、損する罠なんだね。 
GM：そういう物もあるという事で。そろそろ皆様の〔活
⼒〕もゼロ近いですかね。 
城鐘：そうですね、そろそろチャプター2 を終わりにします
か。 
まちょ：よぅし！ 犯人をとっつかまえるぜ！ 
GM：では犯人追究の時間と参りましょう。 
 
そうして、PC 達の前に、左右を警察にはさまれたナモリが
現れた。推理ゲームの醍醐味、犯人に罪状を突き付ける
時間だ。 
 
GM：さて。では皆様あれですか。犯人追究のお時間で
すよ。 
城鐘：「……なぜこのようなことを？」 
GM：ナモリ「ふん！ 私が犯人だって決めつけるような口
調ね！！ 一体どんな証拠があって…」 
まちょ：「なぜ熊を使わなかった」 
GM：ナモリ「…は？」 
マコト：「クマ使えば、ワイヤーなんか使わなくても、あっさ
り殺せたんじゃ…」 
城鐘：「創作的にはオイシイんですけど、読者に納得感
を与えるために、もう少し動機を語って欲しいんですよね」 
GM：ナモリ「うるさい！ 話をきけっつーの！！ ルシファ
ー（クマ）のツメを、あんなクズの⾎で汚したくなかったの
よ！！」 
まちょ：おい、こいつ今、自供しなかったか（笑） 
GM：えー、ゲーム的には無効なので、ちゃんと追究してく
ださい（笑） 
マコト：では…（こほん）「君は『小さな路地』で『ワイヤ
ー絞り機』を使って被害者の⾸を切断した。この『切断面
の火傷』もそれを裏付ける！」 
まちょ：「物的証拠はこの『服のボタン』だ」 
GM：ナモリ「ぐ、ぐぐぐぐ… 良く出来た作り話ね！」 
城鐘：「入念で執念を感じる殺害⽅法…これは深い
『感情の蓄積』が無ければ出来ません。それが有るのは
『ナモリ』さん… あなただけ、です」 
マコト：これで〔確証〕は 6 個、どうだ！（どーん） 
GM：ナモリ「う、うるさいうるさいうるさい！」 ドギャーン！
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ナモリ覚醒！ 
GM：ナモリ「全部あいつが悪いのよ！私は悪くない！」
そしてビシっと探偵たちに指を突き付けます 
GM：ナモリ「だから、逃げるわ！」 脱兎！ クライマック
スです！！ 
PC 一同：おぉー！！ 
 
〜クライマックス〜 
時間制限（決められたチャプター数）以内に〔確証〕を6
個揃えられたら、いよいよ「敵対者（犯人）」に、正しい
裁きを受けさせるクライマックスだ！ファンタジーRPG の戦
闘にあたるシーンだが、必ずしもアクションばかりではない。
法廷で⾔い逃れする犯人を追究する、自殺しようとする
犯人を思いとどまらせる、⾞でのカーチェイスや、海外に逃
げた犯人を何日もかけて追跡する等、シチュエーションは
多彩だ。 
 
マコト：「ナモリさん、もう⾔い逃れはできないよ」 
城鐘：「ネタは全て上がっているんですよぉ」 
まちょ：「さぁ、おとなしくお縄につくんだ」 
GM：ナモリは不敵に笑うと「チッ、だから探偵は嫌いなん
だ。アタシの完璧な計画がさぁ！」と口調が豹変。 
GM：テディベア（本物）が、彼⼥の腕を押さえてた警
官をふっとばすと、ひらりドレスをひるがえして逃げ出しま
す。 
マコト：「あっ、逃げた！」 
城鐘：「問題ありません。これは予想された事態です」 
GM：ナモリ「ルシファー！ けちらしなさいませ！！」 
まちょ：「うぉぉー！ 筋肉がうなるぜぇ！」 
マコト：「無理無理！ 死んじゃうよ」 …この〔伏線〕、フ
ラグで弱体化させても、結構脅威なんだよなあ。 
城鐘：「そんな無駄な事をする必要はありません」 特技
《それはお⾒通し》を使用。 
GM：うぐ、スクインツの特技ですか。それは〔伏線〕を破
壊するものですね。 
城鐘：「破壊」なので、そもそも除去されます。「…あ、来
ましたね。保健所の人」 
GM：クマ「う”ぉ！？ うおおん、うおおん・・・」 
城鐘：さっき連絡してた保健所の危険生物担当官がさ
っくり狙撃麻酔を決めます。 
マコト：えぇーｗ 確かに当然の展開だけどさぁ。 
まちょ：「さぁ貴様を守るものはもうないぞ、おとなしくつか
まれ」 
GM：「まだッ！ まだよッ」 〔伏線：路地裏〕に逃げ込
みましょう。では、ここから⾏動順に判定しましょう。 
マコト：【煩悩】の高い順番だね。フラグの入った〔伏線〕
を全て破壊すれば、勝利だよ！！ 
 
〔伏線〕は通常時は完全に破壊できないが（フラグを獲
得して、弱体化はできる）クライマックスでは判定によって
破壊する事ができるようになる。犯人から全ての抵抗手
段を奪ってしまえば、PC 達の勝利だ！逆に全てを破壊し

きる前に〔活⼒〕が全員ゼロになれば PC 達の敗北とな
る。 
 
まちょ：ならば俺が1番手だ。全ての〔伏線〕のフラグ既に
は破壊されているから、追究判定で伏線破壊するぜ。 
GM：今、犯人の⼼理状態は【注意】なので、【⾏動】で
の判定となります。目標値は 12。 
まちょ：（ころころ）…余裕で成功だ。〔伏線：廃ビル
の人影〕を破壊！ 「ガハハ、こっちは⾏き止まりだぞ〜」 
GM：ナモリ「ええい、うっとおしい！」 ⼼理状況が【⾏
動】に移⾏。 
城鐘：次は私ですね。「逃げられませんよ……法の網か
らは……国家権⼒に逆らったことを後悔し続けるがいいで
す……」 〔伏線：廃ビルの人影〕を…（ころころ）…破
壊、です。 
GM：ナモリ「くっ、ここにも既に警察が…！？ ならば、こ
の銃で皆殺しにしてやるわ！」 ゴスロリ服の下からマシン
ガンを取り出しますよ。 
マコト：うわー、でちゃったかそれ（笑） いやターン最後
に来るにはわかってたんだけど。うーん、次の判定は【推
理】だけど、ボク苦手なんだよなぁ。 
まちょ：ならば特技《これでも喰らえ！》だ。目標値を 1
に変更してやるぜ。 
マコト：おっと、それは助かる。（ころりん）余裕で成功。 
まちょ：「ふははは、保育⼠の仕事道具のスパナだ、喰ら
え！！（投げつける）」 
GM：ナモリ「どんな保育よ！！（ガコンッ）…はうっ」 
マコト：ここでボクが取り押さえる「はい、アウトだよ。おと
なしくしてね？」 
城鐘：「事件終了…です」 
GM：そうですね。1 ターンキルで⽂句なしに PC 側の完
全勝利ですねー。 
まちょ：でも結構楽しかったぜ。最後の戦闘はオマケみた
いなもんなんだな。 
城鐘：厳しくしようとする事もできますけどね。 
マコト：とにかく面⽩かったよ。それじゃあ、これで終了か
な？ 
GM：ナモリは警察に連⾏され、PC 達には賞⾦と感謝
状が届く…という所で終わりとしましょうか。お疲れ様でし
た。 
PC 一同：お疲れさまー。 
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